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2月5日 27：大阪府 大阪市 業務用こんろ 調査中

飲食店内の厨房において、作業中の従業員１名が軽症を負
う一酸化炭素中毒事故が発生しました。原因は使用してい
た業務用こんろが、何らかの要因により不完全燃焼を起こし
たものと推定されますが、現在、詳細を大阪ガス株式会社
が調査中です。

大阪瓦斯（株） 0 0 1

2月11日 23：愛知県 岡崎市 ガス栓 調査中

雑居ビルの3階住居部分において、接続具、換気扇及び壁
の一部を焼損するガス漏えい火災事故が発生しました。
原因は、未使用のガス栓（ガス機器が接続されていない予
備側）の誤開放によりガスが漏えいし、ガスこんろの着火操
作により、着火したものと推定されますが、現在、詳細を東
邦ガス株式会社が調査中です。

東邦瓦斯（株） 0 0 0

2月17日 13：東京都 葛飾区 こんろ 調査中

一般集合住宅において、こんろのソフトコード、接続具等の
一部を焼損するガス漏えい火災事故が発生しました。原因
は、こんろ使用時の熱によりソフトコードが溶け、ガスが漏え
いし、着火したものと推定されますが、現在詳細を東京瓦斯
株式会社が調査中です。

東京瓦斯（株） 0 0 0

2月24日 23：愛知県 名古屋市 ソフトコード 調査中

一般集合住宅において、ガスファンヒーター及び床の一部を
焼損するガス漏えい火災事故が発生しました。原因は、当
該ガス機器に接続するソフトコードから何らかの要因でガス
が漏えいし、使用中の当該ガス機器の火に引火したものと
推測されますが、現在詳細を中部電力株式会社が調査中
です。

中部電力（株） 0 0 0
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3月1日 13：東京都 目黒区
ソフトコード（迅速
継手あり）

調査中

小学校の実習室において、ゴム管用ソケット及びソフトコー
ドの一部を焼損するガス漏えい火災事故が発生しました。
原因は、ガス栓に接続するソフトコード(迅速継手あり)から
何らかの要因でガスが漏えいし、ガスこんろを使用した際に
着火したものと推測されますが、現在詳細を東京瓦斯株式
会社が調査中です。

東京瓦斯（株） 0 0 0

3月9日 43：熊本県 熊本市 強化ホース 調査中

飲食店において業務用炊飯器を焼損するガス漏えい火災
事故が発生しました。原因は、業務用炊飯器に接続する接
続具（強化ホース）から何らかの要因でガスが漏えいし、使
用中であった別の業務用炊飯器の火に着火したものと推測
されますが、現在詳細を西部瓦斯株式会社が調査中です。

西部瓦斯（株） 0 0 0

3月19日 10：群馬県 前橋市
ソフトコード（迅速
継手なし）、ガス
栓

調査中

一般住宅において、ソフトコード、ガス栓等の一部を焼損す
るガス漏えい火災事故が発生しました。原因は、ガスこんろ
に接続されていたソフトコードから、何らかの要因でガスが
漏えいし、ガスこんろの火が着火したものと推定されます
が、現在詳細を東京瓦斯株式会社が調査中です。

東京瓦斯（株） 0 0 0

4月22日 14：神奈川県 横浜市 ソフトコード 調査中

一般集合住宅において、窓ガラスを破損し、需要家1名が負
傷するガス漏えい爆発火災事故が発生しました。原因は、こ
んろに接続するソフトコードから何らかの要因でガスが漏え
いし、着火、爆発したものと推定されますが、現在詳細を東
京電力エナジーパートナー株式会社が調査中です。

東京電力エナ
ジーパートナー
(株)

0 0 1
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4月24日 22：静岡県 浜松市
ソフトコード（迅速
継ぎ手あり）

調査中

一般集合住宅において、ガス栓、ソフトコード等の一部を焼
損するガス漏えい火災事故が発生しました。原因は、こんろ
に接続するソフトコード（迅速継ぎ手あり）から何らかの要因
でガスが漏えいし、着火したものと推定されますが、現在詳
細を中部瓦斯株式会社が調査中です。

中部瓦斯（株） 0 0 0

5月3日 40：福岡県 北九州市 風呂釜

(株)ノーリツ、
GBSQ-3（BF
式)、
1980年4月製

一般住宅において、入浴中の住人１名が軽症を負う一酸化
炭素中毒事故が発生しました。原因は、風呂釜が何らかの
要因により不完全燃焼を起こし、排ガスが浴室内に滞留し
たものと推定されますが、現在詳細を西部瓦斯株式会社が
調査中です。

西部瓦斯（株） 0 0 1

5月7日 15：新潟県 新潟市
家庭用こんろ
ソフトコード

リンナイ（株）
KG-551G(SL)
開放燃焼式、
2003年9月製
ソフトコード：
製造者等調
査中

一般集合住宅において、こんろ、ソフトコード、ガス栓等の一
部を焼損するガス漏えい火災事故が発生しました。原因は、
こんろの消し忘れによって、こんろ周辺が高温となり、近くに
あったソフトコードの一部が溶け、漏れたガスに引火したも
のと推定されますが、現在詳細を北陸瓦斯株式会社が調査
中です。

北陸瓦斯（株） 0 0 0

6月23日 23：愛知県 名古屋市 業務用炊飯器
リンナイ（株）
RR-20SF2
2016年7月製

飲食店において、ソフトコード及び壁の一部を焼損するガス
漏えい火災事故が発生しました。原因は、業務用炊飯器の
点火操作時に未燃ガスが滞留し、何らかの要因で着火した
ものと推定されますが、現在詳細を東邦瓦斯株式会社が調
査中です。

東邦瓦斯（株） 0 0 0

7月5日 25：滋賀県 大津市
検査口付き可とう
管ガス栓

(株)藤井合
金、型式等調
査中

一般住宅において、ビルトインこんろ及び、こんろ横の引き
出しの一部を焼損するガス漏えい火災事故が発生しまし
た。原因は、何らかの要因で可とう管ガス栓の検査口ネジ
部が外れ、そこから漏えいしたガスにコンロの火が着火した
ものと推定されますが、現在詳細を大津市企業局が調査中
です。

大津市企業局 0 0 0
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8月31日 13：東京都 世田谷区 接続具 調査中

一般集合住宅において、テーブルこんろを焼損するガス漏
えい火災事故が発生しました。原因は、故障中のテーブル
こんろからソフトコードを取り外した状態でガス栓を誤開放し
たことにより、ガスが漏えいし、テーブルこんろ上に置かれた
カセットこんろの着火操作により、引火したものと推定されま
すが、現在詳細を東京電力エナジーパートナー株式会社が
調査中です。

東京電力エナ
ジーパートナー
(株)

0 0 0

11月15日 15：新潟県 長岡市
家庭用こんろ（開
放燃焼式）

(株 )パロマ
IC-330SB-R
製造年 月：
調査中

一般住宅において、家庭用こんろ、ソフトコード等の一部を
焼損するガス漏えい火災事故が発生しました。原因は、家
庭用こんろに接続されたソフトコードから何らかの要因でガ
スが漏えいし、こんろの火が引火したものと推定されます
が、現在詳細を北陸瓦斯株式会社が調査中です。

北陸瓦斯（株） 0 0 0

11月25日 01：北海道 札幌市 給湯器

タカラベルモ
ント(株)、EX-
331F3、FF
式、2007年6
月製

雑居ビル3階の美容室で従業員2名が軽症を負う一酸化炭
素中毒事故が発生しました。原因は、何らかの要因で給湯
器給排気筒トップが潰れており、排気ガスが室内に流れ込
んだと推察されますが、現在詳細を北海道瓦斯株式会社が
調査中です。

北海道瓦斯（株） 0 0 2

12月1日 15：新潟県 長岡市 風呂釜（BF式）

リンナイ(株 )
RBF-ERSN-
L-T 2001年2
月製

一般集合住宅において、風呂釜及び浴槽の一部を焼損す
る火災事故が発生しました。原因は、何らかの要因で風呂
釜内部に滞留した未燃ガスに着火したものと推定されます
が、現在詳細を北陸瓦斯株式会社が調査中です。

北陸瓦斯（株） 0 0 0

12月8日 23：愛知県 豊橋市 家庭用こんろ

リンナイ(株)
RT-600GF-R
（開放燃焼
式）　2006年4
月製

一般住宅において、家庭用こんろを焼損する火災事故が発
生しました。事業者の報告によれば、原因は家庭用こんろを
点火した際に、何らかの要因でこんろ内部に滞留していた
未燃ガスに着火したものと推定しているとのことですが、現
在詳細をサーラエナジー株式会社が調査中です。

サーラエナジー
（株）

0 0 0
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12月21日 12：千葉県 茂原市
ソフトコード(迅速
継手なし）

9.5mmソフト
コード、製造
者等調査中

一般集合住宅において、家庭用こんろ、台所の壁等の一部
及びソフトコードを焼損する火災事故が発生しました。事業
者の報告によれば、原因はやかんでお湯を沸かした際に、
家庭用こんろの火を消し忘れたことにより、長時間加熱され
軟化・破断したソフトコードからガスが漏えいし、家庭用こん
ろの火に引火・延焼したものと推定しているとのことですが、
現在詳細を大多喜ガス株式会社が調査中です。

大多喜ガス（株） 0 0 0

12月25日 22：静岡県 静岡市
ソフトコード(迅速
継手なし）

製造者等調
査中

一般集合住宅において、家庭用こんろ及びソフトコードを焼
損する火災事故が発生しました。静岡ガス株式会社から
は、需要家がガス栓からソフトコードを外し周辺の清掃を
行った後、再接続して家庭用こんろに点火したところ、ガス
栓付近から出火したとの報告がありました。また、併せて静
岡市消防局の見解として原因は、需要家がソフトコードをガ
ス栓に再接続する際、確実に接続をしていなかったため、微
量の未燃ガスが漏えいし、家庭用こんろの火に引火したも
のと推定されるとの報告がありました。現在詳細については
静岡ガス株式会社が調査中です。

静岡ガス（株） 0 0 0
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3月8日 14：神奈川県 横須賀市 ガス栓 調査中

一般住宅において、キッチンの壁及びゴムホースを焼損す
るガス漏えい火災事故故が発生しました。原因は、家庭用
オーブンを接続する二口ガス栓の未使用側の誤開放により
ガスが漏えいし、何らかの要因で着火したものと推定されま
すが、現在詳細を日本瓦斯株式会社が調査中です。

日本瓦斯(株) 0 0 0

3月28日 47：沖縄県 沖縄市 調査中 調査中

飲食店において、店主及び従業員の3名が負傷するガス漏
えい火災事故が発生しました。原因は、厨房内において、料
理用バーナーに接続するＬＰガス容器の取替作業中に、何
らかの要因でガスが漏えいし、着火したものと推定されます
が、現在、詳細をＬＰガス販売事業者（株式会社エコプラス）
が調査中です。

（株）エコプラス 0 1 2

5月6日 22：静岡県 磐田市 ガス栓 調査中

一般住宅に併設されたプレハブ小屋内で、料理をしていた
住人1名と小屋周辺にいた7名が飛散したガラス片等で負傷
するガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、プレハブ
小屋内の10ｋｇ容器に接続するガス栓の誤開放により漏え
いしたガスが引火し、爆発したものと推定されますが、現在
詳細を袋井ガス株式会社が調査中です。

袋井ガス（株） 0 1 7

5月11日 21：岐阜県 大垣市 調査中 調査中

祭り会場の露店において、段ボールを焼損するガス漏えい
火災事故が発生しました。原因は、何らかの要因で業務用
フライヤーに接続されたゴムホースが外れ、漏えいしたガス
に、引火したものと推定されますが、現在詳細を岐阜県が調
査中です。

調査中 0 0 0

負傷者
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5月24日 25：滋賀県 東近江市 ガス栓 調査中

社会福祉施設の厨房内において、窓ガラスの一部等を破
損・焼損するガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、
未使用ガス栓の誤開放によりガスが漏えいし、何らかの要
因で着火・爆発したものと推定されますが、現在詳細を中島
商事株式会社が調査中です。

中島商事（株） 0 0 0

6月22日 14：神奈川県 平塚市 業務用こんろ
（株）マルゼン
2010年9月製
型式：調査中

飲食店において、従業員１名が軽傷を負うガス漏えい爆発
事故が発生しました。原因は、業務用コンロの点火操作時
に未燃ガスが滞留し、何らかの要因で着火、爆発したものと
推定されますが、現在詳細を日本瓦斯株式会社が調査中
です。

日本瓦斯（株） 0 0 1

8月9日 04：宮城県 仙台市 ゴム管 調査中

夏祭り準備中の地域集会所において、網戸、ゴム管等の一
部を焼損するガス漏えい火災事故が発生しました。原因は、
焼き鳥器に接続するホースの接続部から何らかの要因でガ
スが漏えいし、焼き鳥器の火に引火したものと推定されます
が、現在詳細を宮城県が調査中です。

調査中 0 0 0

12月28日 21：岐阜県 中津川市
二口ヒューズガス
栓

調査中

一般集合住宅において、家庭用こんろ、二口タイプヒューズ
ガス栓を焼損する火災事故が発生しました。岐阜県からの
報告によると、原因は、家庭用こんろに鍋をかけ、二口ガス
栓を両方開放し点火したところ、未使用側ガス栓から漏えい
したガスに家庭用こんろの火が引火したものと推定されると
のことで、現在詳細を昭洋商事株式会社が調査中です。

昭洋商事（株） 0 0 0
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